
 
 

交付図書の訂正について 
 
 
 平成２４年７月１０日付けで入札公告を行った「平成２４年度自動車メンテナンスリース契約」

に係る入札説明書等の内容に一部誤りがあったため訂正します。 
 
 

平成２４年８月８日 
契約責任者 

東日本高速道路株式会社 
代表取締役社長 廣瀨 博 

 

誤 正 

入札説明書 

 １４．入札に必要な書類及び提出方法 

 （１）入札に必要な書類 

① 「入札者に対する指示書」５[８]に定

める入札書 

 

入札説明書 

 １４．入札に必要な書類及び提出方法 

（１） 入札に必要な書類 

① 「入札者に対する指示書」５[９]に定

める入札書 

 

入札説明書 

【入札及び競争参加資格申請に必要な書類の確

認事項】 

必要な書類 

① 「入札者に対する指示書」５[８]に定

める入札書 

 

入札説明書 

【入札及び競争参加資格申請に必要な書類の確

認事項】 

 必要な書類 

① 「入札者に対する指示書」５[９]に定め

る入札書 

 
金抜設計書 

 金抜設計内訳書 

  ボディタイプ 

   NO.2 ＨＶミニバン（２） 

   数量根拠 22 台×60 ヶ月＝1,320 ヶ月 

 

金抜設計書 

 金抜設計内訳書 

ボディタイプ 

   NO.2 ＨＶミニバン（２） 

   数量根拠 23 台×60 ヶ月＝1,380 ヶ月 

 

金抜設計書 

 金抜設計内訳書 

  ボディタイプ  

   NO.4 ミニバン（１） 

   車種名 

   スズキ ランディ２.０Ｓ 

   トヨタ ノアＳ 

   トヨタ ヴォクシーＸ 

   ニッサン セレナ２０Ｘ 

   ホンダ ステップワゴン２.０Ｇ 

   マツダ ビアンテ２０Ｓ 

   ※上記のうち１車種を入札者が選定 

 

金抜設計書 

 金抜設計内訳書 

  ボディタイプ  

   NO.4 ミニバン（１） 

   車種名 

   スズキ ランディ２.０Ｓ 

   トヨタ ノアＳ 

   トヨタ ヴォクシーＺ 

   ニッサン セレナ２０Ｘ 

   ホンダ ステップワゴン２.０Ｇ 

   マツダ ビアンテ２０Ｓ 

※上記のうち１車種を入札者が選定 

 



金抜設計書 

 金抜設計内訳書 

  ボディタイプ 

   NO.6 ＨＶワゴン（１） 

   数量根拠 40 台×60 ヶ月＝2,400 ヶ月 

 

金抜設計書 

 金抜設計内訳書 

  ボディタイプ 

   NO.6 ＨＶワゴン（１） 

   数量根拠 39 台×60 ヶ月＝2,340 ヶ月 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー① 

67 仙台管理事務所 

    ﾄﾖﾀ ﾌﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲｸﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

   ﾎﾟﾘｯｼｭﾄﾞﾒﾀﾙ・ﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー① 

67 仙台管理事務所 

    ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲｸﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

    ﾎﾟﾘｯｼｭﾄﾞﾒﾀﾙ・ﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー③ 

  85 郡山管理事務所 

    ﾄﾖﾀ ｳﾞｫｸｼｰＸ ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー③ 

  85 郡山管理事務所 

    ﾄﾖﾀ ｳﾞｫｸｼｰＺ ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー③ 

 120 山形工事事務所 

    ﾄﾖﾀ ｳﾞｫｸｼｰＸ ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー③ 

 120 山形工事事務所 

    ﾄﾖﾀ ｳﾞｫｸｼｰＺ ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディタイプ 

 162 宇都宮管理事務所 

    ＨＶワゴン（１） 

 

仕様書 別紙第１ 

ボディタイプ 

162 宇都宮管理事務所 

    ＨＶミニバン（２） 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー① 

 166 加須管理事務所 

    ﾄﾖﾀ ﾌﾘｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

   ﾎﾟﾘｯｼｭﾄﾞﾒﾀﾙ・ﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー① 

 166 加須管理事務所 

    ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

    ﾎﾟﾘｯｼｭﾄﾞﾒﾀﾙ・ﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー① 

 170 加須管理事務所 

    ﾄﾖﾀ ﾌﾘｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

   ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ・ﾊﾟｰﾙ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー① 

 170 加須管理事務所 

    ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

   ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ・ﾊﾟｰﾙ 

 

仕様書 別紙第１ 

 174 三郷管理事務所 

 ボディカラー① 

  ﾄﾖﾀ ﾌﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲｸﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

 ﾎﾟﾘｯｼｭﾄﾞﾒﾀﾙ・ﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 174 三郷管理事務所 

 ボディカラー① 

  ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲｸﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

  ﾎﾟﾘｯｼｭﾄﾞﾒﾀﾙ・ﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー① 

 223 高崎管理事務所 

    ﾄﾖﾀ ﾌﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲｸﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

   ﾎﾟﾘｯｼｭﾄﾞﾒﾀﾙ・ﾒﾀﾘｯｸ 

 

仕様書 別紙第１ 

 ボディカラー① 

 223 高崎管理事務所 

    ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲｸﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ 

    ﾎﾟﾘｯｼｭﾄﾞﾒﾀﾙ・ﾒﾀﾘｯｸ 

 



仕様書 別紙第２－１ 

ボディタイプ ＨＶミニバン（２） 

  納車台数 ２２台 

 

仕様書 別紙第２－１ 

ボディタイプ ＨＶミニバン（２） 

  納車台数 ２３台 

 

仕様書 別紙第２－１ 

 ボディタイプ ミニバン（１） 

  車種  

①スズキ ランディ２.０Ｓ 

②トヨタ ノアＳ 

③トヨタ ヴォクシーＸ 

④ニッサン セレナ２０Ｘ 

⑤ホンダ ステップワゴン２.０Ｇ 

スマートスタイルエディションと同等規格 

  ⑥マツダ ビアンテ２０Ｓ 

  ※上記のうち１車種を入札者が選定 

 

仕様書 別紙第２－１ 

 ボディタイプ ミニバン（１） 

  車種  

①スズキ ランディ２.０Ｓ 

②トヨタ ノアＳ 

③トヨタ ヴォクシーＺ 

④ニッサン セレナ２０Ｘ 

⑤ホンダ ステップワゴン２.０Ｇ 

スマートスタイルエディションと同等規格 

  ⑥マツダ ビアンテ２０Ｓ 

  ※上記のうち１車種を入札者が選定 

 

仕様書 別紙第２－１ 

 ボディタイプ ミニバン（２） 

  駆動方式  

   固定配分式４ＷＤ 

 

仕様書 別紙第２－１ 

 ボディタイプ ミニバン（２） 

  駆動方式  

   ４ＷＤ 

 

仕様書 別紙第２－１ 

ボディタイプ ＨＶワゴン（１） 

  納車台数 ４０台 

 

仕様書 別紙第２－１ 

ボディタイプ ＨＶワゴン（１） 

  納車台数 ３９台 

 

 
以  上 


